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姿図

品名
床給水・床排水 壁給水・床排水

手動水栓 自動水栓 手動水栓 自動水栓

品番
XGHA7FS2S□SK XGHA7FS2J□SK XGHA7FS2S□AK XGHA7FS2J□AK

希望
小売価格

タイプA 72,200円（税抜） 102,200円（税抜） 72,200円（税抜） 102,200円（税抜）

タイプB 68,000円（税抜） 98,000円（税抜） 68,000円（税抜） 98,000円（税抜）

仕様
●  水栓は寒冷地、一般地共通です。 ●  寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文く

ださい。価格は同じ。
●  水栓は寒冷地、一般地共通です。 ●  寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文く

ださい。価格は同じ。
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アラウーノ手洗い 部材一覧
トイレ手洗い・収納

姿図

ラウンドタイプ ショート ラウンドタイプ キャビネット

品名
壁給水・壁排水 床給水・床排水 壁給水・床排水

手動水栓 自動水栓 手動水栓 自動水栓 手動水栓 自動水栓

品番・
希望小売価格

GHA8FC2SAP
40,000円（税抜）

GHA8FC2JAP
70,000円（税抜）

GHA8FC2SSS
60,000円（税抜）

GHA8FC2JSS
90,000円（税抜）

GHA8FC2SAS
60,000円（税抜）

GHA8FC2JAS
90,000円（税抜）

仕様
●  水栓は寒冷地、一般地共
通です。

●  寒冷地用は品番末尾に7を付け
てご注文ください。価格は同じ。

●  水栓は寒冷地、一般地共
通です。

●  寒冷地用は品番末尾に7を付け
てご注文ください。価格は同じ。

●  水栓は寒冷地、一般地共
通です。

●  寒冷地用は品番末尾に7を付
けてご注文ください。価格は同じ。

姿図

品名
床給水・床排水 壁給水・壁排水

手動水栓 自動水栓 手動水栓 自動水栓

品番
XGHA7FU2S□S

　　
XGHA7FU2J□S XGHA7FU2S□A XGHA7FU2J□A

希望
小売価格

タイプA 77,200円（税抜） 107,200円（税抜） 77,200円（税抜） 107,200円（税抜）

タイプB 73,000円（税抜） 103,000円（税抜） 73,000円（税抜） 103,000円（税抜）

仕様
●  水栓は寒冷地、一般地共通です。 ●  寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文く

ださい。価格は同じ。
●  水栓は寒冷地、一般地共通です。 ●  寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文く

ださい。価格は同じ。

手洗い ラウンドタイプ

手洗い 据置きタイプ

手洗い 埋め込みタイプ

手洗いボール 手洗いボール

手洗いボール

手洗いボール

・消臭スプレー
・トイレットペーパー

×1
×2

収納の目安

※1 キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。ご注意ください。

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

サイズ：300×185 ×1030

サイズ：370×200×1050

サイズ：370×220×1050

サイズ：300×185×476

（写真はチェリー柄）

（写真はオーク柄） （写真は据置きタイプ）

注） 扉の吊元は出荷時は左ですが現場で右
吊元にすることが可能です。※1

注）本体・キャビネットはホワイトのみです。
注） コンセント位置につきましては、図面
（P.420・421）をご参照ください。
注） 床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）
は別途手配が必要です。現場で手配がで
きない場合は、GHA300S 2,500円（税
抜）を手配してください。

注） 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工
する方式です。手洗いボール上部に収納やミラー
を設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際
は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。

注）背板はありません。
● 樹脂製Sトラップ同梱。

注）背板はありません。
注）キャビネットは現場組立です。
注） 床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）は別途手配が必要です。
　  現場で手配ができない場合は、GHA300S 2,500円（税抜)を手配
　 してください。
注） 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗
いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り
付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。

● 樹脂製Sトラップ同梱。

注）床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）は別途手配が必要です。
　  現場で手配ができない場合は、GHA300S 2,500円（税抜）を手配
　 してください。
●床給水・床排水には樹脂製Sトラップ同梱。
●壁給水・壁排水には樹脂製Pトラップ同梱。
●壁給水は左右兼用です。
●側板は化粧されています（ホワイト）。

注） 埋め込み寸法は110～140mmです。 
必ず壁へ埋め込んで施工してください。 
据置き仕様ではお使いいただけません。

●扉は左右勝手兼用です。
注） 本体・配管隠しはホワイトのみです。
注） 手洗いボールの下は配管隠しです。
キャビネットではありませんので

　  収納はできません。
注） 自動水栓の場合、コンセントは
　  配管隠しの外に出てきます。
     コンセント位置につきましては、
     図面（P.420・421）をご参照く
　  ださい。
注） 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛
けて施工する方式です。手洗いボール
上部に収納やミラーを設置する場合や、
窓枠などの下に取り付ける際は、施工し
ろとして50mm以上のあきが必要です。

● 樹脂製Pトラップ同梱。

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

※ 扉の吊元を壁側にする場
合は本体を壁から150mm
離して施工してください。

※150
133

開き角度約100度

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

手洗い本体 ： 
扉 ： 

GHA7FS2JAK
　GHA1T2□

GHA7FU2JA
GHA1T2□

GHA7FS2SAK
　GHA1T2□

GHA7FU2SA
GHA1T2□

GHA7FS2JSK
　GHA1T2□

GHA7FU2JS
GHA1T2□

GHA7FS2SSK
　GHA1T2□

GHA7FU2SS
GHA1T2□

収納の目安
・掃除用シート ×１
・トイレ用洗剤 ×１
・トイレ用ブラシ ×１
・泡洗浄用補充液 ×１

収納の目安
・掃除用シート ×１
・トイレ用洗剤 ×１
・トイレ用ブラシ ×１
・泡洗浄用補充液 ×１

部材紹介
P.336

セット 
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P.418
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品名 ショートタイプ ロングタイプ

姿図

（写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはホワイト）
オープン部分 L金具 3個付き　  耐荷重：392N｛40kgf｝

品番
XGHA774□○S

 棚 ：  　GHA764□
 ペーパーホルダー ：  　CHA25○
 小物収納 ：  GHA7SWS

希望
小売価格

WS

ホワイト
タイプA 36,600円（税抜）
タイプB 31,000円（税抜）

SV

シルバー
タイプA 39,800円（税抜）
タイプB 34,200円（税抜）

品名 ショートタイプ ロングタイプ

姿図
（写真はチェリー柄）
L金具 2個付き
収納サイズ：205×97×146
耐荷重：392N｛40kgf｝

（写真はウォールナット柄）
L金具 4個付き
収納サイズ：205×97×146
耐荷重：392N｛40kgf｝

品番
XGHA761□SS

 棚 ：  　GHA761S□
 小物収納 ：  GHA7SWS

XGHA764□SS
 棚 ：  　GHA764S□
 小物収納 ：  GHA7SWS

希望
小売価格

タイプA 21,000円（税抜） タイプA 29,800円（税抜）
タイプB 17,900円（税抜） タイプB 24,200円（税抜）

品名 ショートタイプ ロングタイプ

姿図 （写真のカウンターはメープル柄、
ホルダーはホワイト）
棚サイズ：350×113×15
耐荷重：392N｛40kgf｝

（写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー）
オープン部分　L金具 3個付き
棚サイズ：1350×113×15
耐荷重：392N｛40kgf｝

品番
XGHA771□○

 棚 ：  GHA761□
 ペーパーホルダー ：  CHA25○

XGHA774□○
 棚 ：  GHA764□
 ペーパーホルダー ：  CHA25○

希望
小売価格

WS

ホワイト
タイプA 17,800円（税抜） WS

ホワイト
タイプA 26,600円（税抜）

タイプB 14,700円（税抜） タイプB 21,000円（税抜）
SV

シルバー
タイプA 21,000円（税抜） SV

シルバー
タイプA 29,800円（税抜）

タイプB 17,900円（税抜） タイプB 24,200円（税抜）

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能 棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能  ＋ NEW  小物収納

※3 ※4※3

※4 ※4

※3 ※4

ト
イ
レ
設
備

新商品

新型
アラウーノ

アラウーノ
SⅡ

New
アラウーノV

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

アラウーノ
専用手洗い

トイレ
カウンター
TS

ビューティ・
トワレ／
便座

アラウーノ・
ルーム
ウーノス

ストール
小便器

アクセサリー

設計
資料編

品番の□には色記号が入ります。手洗い扉・棚・収納色柄

XB
スモーク 
オーク柄

XT
ウォール 
ナット柄

XP
チェリー柄

XK  
オーク柄

XN
メープル柄

XW
ホワイト 
オーク柄

ET  
ダーク柄

EN 
ライト柄

GZ  
エクセル
ホワイト柄

タイプ A（ベリティス木目柄） タイプ B（木目柄）

は受注生産品。 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

姿図

品名
壁給水・壁排水 床給水・床排水 壁給水・床排水

手動水栓 自動水栓 手動水栓 自動水栓 手動水栓 自動水栓

品番・
希望小売価格

GHA7FC2SAPK
40,000円（税抜）

GHA7FC2JAPK
70,000円（税抜）

GHA7FC2SSSK
53,000円（税抜）

GHA7FC2JSSK
83,000円（税抜）

GHA7FC2SASK
53,000円（税抜）

GHA7FC2JASK
83,000円（税抜）

仕様
●  水栓は寒冷地、一般地共
通です。

●  寒冷地用は品番末尾に7を付け
てご注文ください。価格は同じ。

●  水栓は寒冷地、一般地共
通です。

●  寒冷地用は品番末尾に7を付け
てご注文ください。価格は同じ。

●  水栓は寒冷地、一般地共
通です。

●  寒冷地用は品番末尾に7を付
けてご注文ください。価格は同じ。

品名 ミラー幅370（厚み20） ミラー幅370（厚み10） ミラー幅300（厚み10）

姿図

品番・希望小売価格 CHA37T2M　28,000円（税抜） CHA37MK　23,000円（税抜） CHA30M　19,000円（税抜）

仕様
●据置きタイプ用・埋め込みタイプ用
  ミラーの厚みが手洗いバックガード部と同じため、すっきり納まります。

●  据置きタイプ用・埋め込みタイプ用 ●  コンパクトタイプ用

手洗い コンパクトタイプ

アクセサリーミラー

手洗いボール 手洗いボール

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

サイズ：300×155×488

注） 本体・配管隠しはホワイトのみです。
注） 手洗いボールの下は配管隠しです。
　 キャビネットではありませんので収納はできません。
注） コンセント位置につきましては、図面（P.420・421）をご参照ください。
注） 床給水用直管（呼び径13、L＝320mm）は別途手配が必要で
す。現場で手配ができない場合は、GHA300S  2,500円（税抜）を
手配してください。

注） 配管カバー下端と床との間に5mmのスキマが生じますが、これはメンテナ
ンスの際に必要になるスキマです。埋めたりしないようお願いいたします。

注） 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手
洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に
取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。

　 幅木が設置場所にある場合は幅木をカットして設置ください。
● 樹脂製Sトラップ同梱。

※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください（ペーパーホルダー取付部を残してください）。左右兼用。　※2 ペーパーホルダーCHA25○と小物収納GHA7SWSは、単独で
の使用はできません。ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。使用可能なトイレットペーパーは外径φ120mm 以下、幅114mm、内径φ38mmです。ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。　※3 品番の○にはペーパーホルダー色を入れて
ご注文ください。WSホワイト、SVシルバー　※4 左右兼用。 現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。（ペーパーホルダー取付部は残してください） ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。

※小物収納はホワイトのみです。

注） 本体・配管隠しはホワイトのみです。
注） 手洗いボールの下は配管隠しです。
キャビネットではありませんので収納
はできません。

注） 自動水栓の場合、コンセントは配管
隠しの外に出てきます。コンセント位
置につきましては、図面（P.420・
421）をご参照ください。

注） 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛
けて施工する方式です。手洗いボール
上部に収納やミラーを設置する場合や、
窓枠などの下に取り付ける際は、施工し
ろとして50mm以上のあきが必要です。

● 樹脂製Pトラップ同梱。

サイズ：300×155×1038

サイズ：300×10×862サイズ：370×10×850サイズ：370×20×850

ミラー ミラー

品名 ショートタイプ ロングタイプ

姿図
（写真はチェリー柄）
L金具 2個付き
棚サイズ：350×113×15
耐荷重：392N｛40kgf｝

（写真はウォールナット柄）
L金具 4個付き
棚サイズ：1350×113×15
耐荷重：392N｛40kgf｝

品番 GHA761S□ GHA764S□

希望
小売価格

タイプA 11,000円（税抜） タイプA 19,800円（税抜）
タイプB 7,900円（税抜） タイプB 14,200円（税抜）

棚※1 棚※1＋ NEW  小物収納

は2017年2月20日受注開始予定です。

サイズ：幅×奥行×高さ
（単位：mm）

サイズ：幅×奥行×高さ
（単位：mm）
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品名

排水トラップ 床給水用直管 床排水キット 壁排水キット

樹脂製Pトラップ
（壁排水用） 床給水用直管 埋め込みタイプ用

床排水キット

コンパクトタイプ・
ラウンドタイプ用
壁排水キット

姿図

品番・
希望小売価格

GL903P
2,500円（税抜）

GHA300S
2,500円（税抜）

GHA900S
4,500円（税抜）

GHA800P
2,500円（税抜）

仕様

●  据置きタイプを壁
排水に変更する場
合に必要です。

●  床給水で、現場手
配できない場合に
必要です。

●  埋め込みタイプの壁
給水・壁排水を壁給
水・床排水に変更す
る場合に必要です。
注） 現場で底板の穴
加工が必要です。

●  コンパクトタイプと
ラウンドタイプの床
排水を壁排水に変
更する場合に必要
です。

品名 埋め込み収納 背面収納キャビネット コーナー収納 天袋

姿図

品番 GHA7FU13□ GHA7FH2□ GHA3FC2□ GHA7W□

希望
小売価格

タイプA・ミラー MR 43,000円（税抜） タイプA 88,000円（税抜） タイプA 38,000円（税抜） タイプA 42,000円（税抜）

タイプB 31,000円（税抜） タイプB 63,000円（税抜） タイプB 28,000円（税抜） タイプB 30,000円（税抜）

仕様

●  棚は3段です（可変棚は2段です）。
●  左右兼用です。
●  埋込寸法：110～140（mm）※1
●  開口寸法：375×855（mm）
●  壁面に直接取り付けることも可能です。
●  扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元に
　することが可能です。
●  プッシュラッチ式です。

※1   壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸
法の限りではありません。（埋込み収納には壁
面固定ネジ用の下穴開口はありません）電動ド
ライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの
直径＋15mm程度の埋込寸法（約80mm）が
必要です。

注） 背面収納キャビネットを取り付ける場合は便器の
給排水位置に十分ご注意ください。

注）  向かって右側に給水位置がある場合は対応でき
ません。

注）  下部の収納部はコンセント対応のため背板があり
ません。

注） 便器給水部との干渉のため向かって左側の扉へ
の対応はできません。

注） 向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉
の開閉の妨げにならないよう背面収納前面より
200mm離して取り付けてください。

注）  アラウーノ専用手洗いを取り付ける場合は、扉の開
閉の妨げになるため、右設置は対応できません。

注） 壁排水便器には対応できません。
注）  新型アラウーノ アームレスト付は収納扉の開閉に
支障がありますので、併設できません。

●  右の扉はプッシュラッチ式です。
●  幅750mmまで現場カット可能です。

●  棚は3段です（可変棚は2段です）。
● 左右兼用です。
● 埋込施工も可能です。
　埋込寸法：110～140（mm）※1
　開口寸法：305×805（mm）
●  扉の吊元は現場施工で右吊元、左吊元に　
することが可能です。
● プッシュラッチ式です。
● 設置場所はコーナー以外でも可能です。

※1  壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸
法の限りではありません。（埋込み収納には壁
面固定ネジ用の下穴開口はありません）電動ド
ライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの
直径＋15mm程度の埋込寸法（約80mm）が
必要です。

● 天板・背板はありません（壁・天井を利用）。
●  間口に合わせて底板と扉を現場でカットできます
（幅600～960mm）。

● 高さ・奥行のカットはできません。

木製扉
（写真はメープル柄） （写真はライト柄）

（写真はチェリー柄）

（写真はオーク柄）

ミラー扉

サイズ：370×155×850 サイズ：850（750～850）×196×895

サイズ：960（600～960）×310×410
耐荷重：約98N｛10kgf｝木製扉

サイズ：300×155×800

収納 サイズ：幅×奥行×高さ（単位：mm）

 （単位：mm）

・トイレットペーパー
・掃除用シート
・サニタリー用品

・トイレットペーパー
・サニタリー用品
・タオル

・トイレットペーパー
・掃除用シート
・トイレ用洗剤
・トイレ用ブラシ

・トイレットペーパー
・掃除用シート
・トイレ用洗剤
・消臭スプレー
・タオル
・ランドリーケース　38×16×28（cm）

×12
× 3
× 3

× 4
× 3
× 5

×12
× 4
× 2
× 1

×12
× 5
× 2
× 2
×10

収納の目安 収納の目安収納の目安

収納の目安

品番の□には色記号が入ります。収納色柄

XB
スモーク 
オーク柄

XT
ウォール 
ナット柄

XP
チェリー柄

XK  
オーク柄

XN
メープル柄

XW
ホワイト 
オーク柄

ET  
ダーク柄

EN 
ライト柄

GZ  
エクセル
ホワイト柄

タイプ A（ベリティス木目柄） タイプ B（木目柄）

は受注生産品。 納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日（土日祝日は除く）（詳細納期は当社営業所にご確認ください）。

MR 
ミラー

アラウーノ手洗い
部材一覧／仕様

トイレ手洗い・収納

MR

L=320mm

オプション
手洗いボール 有機ガラス系

ボール内寸
（幅×奥行）

［据置きタイプ］ 340×174
［埋め込みタイプ］ 340×170
［コンパクトタイプ］ 293×129
［ラウンドタイプ］ 287×160

ボール深さ

［据置きタイプ］ 最深部：76　　最浅部：72
［埋め込みタイプ］ 最深部：76　　最浅部：72
［コンパクトタイプ］ 最深部：78　　最浅部：77
［ラウンドタイプ］ 最深部：117　 最浅部：106

本体キャビネット ［据置き・埋め込みタイプ］ 塗装耐水パーチクルボード
配管隠し・本体キャビネット［コンパクト・ラウンドタイプ］ 合成樹脂

扉
［据置き・埋め込みタイプ］ 化粧パーチクルボード（取っ手はアルミ）
［ラウンドタイプ］ 化粧MDF（取っ手は合成樹脂）

給水栓
自動水栓

・定格電圧：AC100V 50-60Hz
・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W）
・センサ－検知方式：赤外線反射方式
・電源コード長さ：40cm
・連続吐水時間：3分間

最大吐水量：
約3L/分

手動水栓 レバー式単水栓

止水栓 壁給水：アングル止水栓（定流量弁・ストレーナー付）
床給水：ストレート止水栓（定流量弁・ストレーナー付）

排水管 樹脂製USトラップ（封臭栓付）
使用水圧範囲 0.07MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）
周囲使用温度範囲 0～40℃

仕様


